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レポートと作成の手順レポートと作成の手順

執筆評価テーマの
設定

調査

・構成の決定
もれなく検索
できた？

事前調査
文献調査
ツ ルの選択

・実際の執筆

参考文献の

情報源は
信頼できる？

事前調査

・基本知識
・用語の確認

・ツールの選択
・キーワードの
決定
・検索 ・参考文献の

まとめ

※使った文献は

書かれている
ことは
正しい？

テーマの具体化
・検索
・確認
・入手

環境問題に ※使った文献は
「参考文献」
として明記

正しい？

Critical
Thinking

実験・実地調査
環境問題に
ついて調べよう
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Thinking



テーマ設定は、
基本知識・用語の確認から

• 百科事典（一般的に確立した事項）
代 語事典（最近 問題 話題）• 現代用語事典（最近の問題や話題）

• 専門事典・便覧（専門的な用語や内容）専門事典 便覧（専門的な用語や内容）

• 入門書･概説書（その分野の基本知識）
• サーチエンジン（何も手がかりがない場合）

□興味を持つ点や問題点が明確に
□キーワードや類似表現を書き留めると、
文献検索時に役立ちます！
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文献検索時に役立ちます！



お茶大生が使える百科事典お茶大 使 る百科事典

• 図書館で
–参考図書コーナー参考図書コ ナ

学科図書室で• 学科図書室で

• オンラインで
J K l d (ジ パンナレ ジ）– JapanKnowledge(ジャパンナレッジ）

– Gale Virtual Reference Library（GVRL）
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オンライン百科事典なら、
こんな悩みを一気に解決

引用できる？信頼できる？
各分野の専門家が執筆

引用も簡単

どの本を調べたらいいのか
わからない・・・

キーワードで
複数の事典をまとめて検索

重たくてコピーがたいへん！ ダウンロード、プリントアウトOK

他の人が使っていて アクセス人数無制限のものもある

が

他の人が使っていて
使えない・・・

アクセス人数無制限のものもある

24時間
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図書館が開いている間しか
見られない・・・

24時間
学外からもアクセスOK



オンライン百科事典は図書館HPから！

デ タベ ス 電子リソ ス 覧データベース・電子リソース一覧

6www.lib.ocha.ac.jp



JapanKnowledge
日本の知識を横断検索日本の知識を横断検索
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ログイン：同時アクセスは2人まで！
学外アクセスも含む
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基本検索：シンプルな検索ボックス
各コンテンツの概要を知るには
こちら。

：クリックすると、個別の
コンテンツの検索が可能

検索対象
★チェックが入っている資料
★見出し or 記事のタイトル コンテンツの検索が可能。

「日本国語大辞典」
「国史大辞典」

「日本歴史地名大
系」もあります。
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検索結果：辞典・事典系と記事・叢書系
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検索結果：辞典・事典系の詳細

掲載資料名

文中に意味を知りたい語があれば

「Knowledge Searcherを利用する」
にチェックを入れ、文字選択するだけで掲載資料名 クを入 、文 選択す
辞典・事典系の検索結果が表示される

リンクをたどって
関連事 を関連事項を
チェック
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見出し語、もしくは「続きを読む」をクリックすると、
別ウィンドウで詳細が表示される



検索結果：記事・叢書系の詳細

掲載資料名

資料によっては
PDFファイルが開PDFファイルが開
き、掲載時の雰囲
気もわかる
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基本検索：AND検索から全文検索

AND検索：AND検索：
2つの単語の間にスペースを入れるだけ

全文検索：
検索する範囲を広げて
同じ単語を検索する
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同じ単語を検索する



基本検索：全文検索結果

検索したキーワードは
反転して表示される。
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詳細検索：検索条件の設定
ラストは必ずラストは必ず

[ログアウト]を!
＊ログアウトを押さないと、
２０分間は入れません。
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Gale Virtual Reference LibraryGale Virtual Reference Library

インターネット上に百科事典や専門事典を集めた本棚

キーワードをもとに52冊の事典を横断検索

クセ 人数無制限 もど から も利用可能アクセス人数無制限。いつでもどこからでも利用可能

EndNoteやRefworksに対応EndNoteやRefworksに対応

翻訳機能や音声読み上げ機能がある。機 機
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どんな事典が使える？どんな事典が使える？
2012年6月現在

52タイトル
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使ってみよう！使 う

基本検索
52タイトルをまとめて検索

検索窓に知りたい言葉を
複数の検索語は複数の検索語は
スペースで区切る

検索対象を選ぶ検索対象を選ぶ
【キーワード】
記事名、著者名、記事冒頭
の本文、索引項目などから＊

Environmental issue＊ 【文書全体】
記事の全文とキーワードから

【出版物タイトル】
出版物 タイト から

Environmental issue＊
検索対象：キーワード

出版物のタイトルから

【主題】
記事の主題から

18「Search」ボタンで検索開始！



検索語のコツ検索語のコツ

• 大文字・小文字 G 検索 も大文字 小文字
– 大文字と小文字は区別されません

• フレーズ検索

Google検索でも
使えるワザ

– 引用符で囲む 例：” Environmental issues”
• 任意の文字

– ＊ 任意の文字 例：japan*⇒Japan,Japanese,Japanology
– ？ 任意の１文字 例：wom?n⇒woman women
– ！ 任意の１文字または文字なし 例：colo!r⇒color,colour,

• 条件指定
– AND 前後の単語の両方を含む

OR 前後の単語のどちらかを含む– OR 前後の単語のどちらかを含む
– NOT 後ろの単語は含まない
例： (race OR color) AND skin ⇒ raceとcolorのどちらかとskinが

含
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両方含まれる。



検索結果検 結果

記事の全文を表示
カメラは画像付きの目印

並べ替え機能

記事ごとに表示

カメラは画像付きの目印

記事ごとに表
示

記事ごとに表示

記事のPDFファイルを
表示します。

記事名
所収eBook書名・書誌情報・収録箇所
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検索結果の絞込み検索結果の絞込み

ここで続けてキーワード検索が行えますここで続けてキ ワ ド検索が行えます

「検索結果内」にチェックを入れたまま、

追加のキーワードを入れて「移動」をクリッ追加のキ ワ ドを入れて 移動」をクリッ
クすると、現在の結果をさらに絞りこむ
ことができます。

「結果の絞り込み」を使えば、
文書タイプ・出版物のタイトル・主題

によって検索結果をさらに絞り込むことが
できます
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記事表示 1/3記事表示 1/3
記事を読み上げる

収 書名 書誌情報 収録箇所収eBook書名・書誌情報・収録箇所

利用中のURLを保存する
記事のページ番号
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検索語が赤くハイライトされる



記事表示 2/3記事表示 2/3
・PDFを表示する。→ 本のページの形で見る。
・印刷プレビュー → 画面の印刷をする。
・電子メール → 自分や友人にこの項目内容を

送信送信。
・ダウンロード → この項目内容をダウンロード

（ＰＤＦかＨＴＭＬで）
・ＭＰ3のダウンロード
・引用書式ツール → 引用の書式を選択する。

EndNoteにエクスポートも
・翻訳 → 「Japanese」を選択して「翻訳」をクリック

（正確ではないがざっとした翻訳が出る ）（正確ではないがざっとした翻訳が出る。）
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記事表示 3/3記事表示 3/3

記事末尾には 関連項目へのリンク記事末尾には、関連項目へのリンク、
引用形式などが表示されます

（記事により表示される情報は若干異なります）
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記事をマークする

ログアウトすると、マークした情報は失われます
ログアウト後もマーク一覧を保持したい場合はログアウト後もマーク 覧を保持したい場合は、
画面左上のブックマークを併用しましょう

気に入った
記事を
チェックチェック
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マークしたリストを保存するマ クしたリストを保存する

ク機能 作 た や検索結果 を と 保存 きますマーク機能で作ったリストや検索結果画面をURLとして保存できます

検索結果をあとから確認したいときや
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他の人と結果を共有したいときなど便利です



主題ガイド検索主題ガイド検索

記事の主題を表すキーワードでの検索記事 題を表すキ 検索

同じ主題を表現する同義語、類義語をそれぞれ
キーワードにすると、検索もれがおきてしまうの
で、GVRLでは表現を統一したキーワードで主題
が付けられていますす
主題検索で、関連分野の情報も手に入れよう

クリックで記事一覧へ

該当する記事数

クリックで記事一覧へ

関連主題の一覧へ
Related Term（関連主題）Related Term（関連主題）

Narrower Term（より狭い主題）
Broader Term（より広い主題）
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検索履歴検索履歴

検索履歴の別ウィンドウが開きます
検索式をクリックすると再び同じ検索ができます
「修正」をクリックすると検索条件を修正できます

データベースからログアウトすると検索履歴は失われます
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本日のおさらい本 おさら

• 効率のよい文献探索とテーマ設定は百科事典から効率 文献探索 テ 設定 百科事典

• 目的に応じて、事典を使い分けよう

• オンライン百科事典の使い方
利用は 図書館 ＜デ タベ 電子リ 覧＞から– 利用は、図書館ＨＰ＜データベース・電子リソース一覧＞から

– プロキシサーバを使って学外からも24Hアクセス！
※図書館ＨＰ＜論文や情報を探す 読む：学外からのアクセスについて＞※図書館ＨＰ＜論文や情報を探す、読む：学外からのアクセスについて＞

• スタッフはみなさんのサポーター
一気軽にレファレンスカウンターへ

（月～金 9:00～12：00 13：00～17：00）
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